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公益社団法人 日本造園学会

2020 年度日本造園学会開催を迎えて

日本造園学会会長：柴田 昌三

このたびは，2020 年度日本造園学会全国大会にご参加いただき心より感謝申し上げます。
今年度，日本造園学会は前例のないウェブ上での全国大会を開催する運びとなりました。この
ような形での全国大会は初めての試みではありますが，数多くの方々の尋常ではないご努力によ
って，この大会が実現したことを改めてここにお伝えしたいと思います。
本学会の全国大会は，毎年一回，すべての会員が等しく同じ場所に集い，学術的な交流，情報
の交換，さまざまな人的ネットワークの構築を行うことを目的としており，学会が最も重要視し
てきた催しです。長年にわたって全国大会が果たしてきた役割は計り知れないものであり，これ
によって造園学という学際的な学問分野が発展してきたことは誰もが認めるところでしょう。
コロナ禍というわずかに数ヶ月で全世界を覆い尽くした未曾有の出来事によって，現在の地球
はかつてない危機に見舞われています。遺憾ではありますが，この事態は当面，我々が受け入れ
ていかない限り，解決の道は見えない状況にあります。造園学は直接的な問題の解決に関与でき
る学問分野であるとはいえないかもしれませんが，外出自粛等によって自由な行動が制限され，
精神的に厳しい状況に追い込まれる方々が急増している中で，緑が与える効用をより具体的に解
析・理解・伝達し，表面化するストレスの緩和を提案していくという役割を担っています。
これは，より優れた，また効果的な環境を持つ空間を提供するための努力を今まで以上に継続
していく必要があることを意味しています。それが，
「新しい生活様式」である必要があるかどう
かはともかく，そこで求められている，
「人との距離を保つ」，
「屋外を選ぶ」
，
「公園はすいた時間・
場所を選ぶ」
，といった条件には，造園学会からの提案によって実現性を高めることができる可能
性が秘められています。そこでは，学会としての学術的な情報の提供と統合，より優れた環境を
維持していくための技術的な切磋琢磨，人々により安心できる空間を提供するための計画面での
工夫，それらの空間の質を高めるための芸術的な視点，等が求められます。造園学会はこれらを
可能にできる数少ない学会の一つであることを私たちは再認識する必要があります。
今回の全国大会では，残念ながら，直接膝を交えた議論はできませんが，上に述べたような議
論を少しでも行っていただきたいと考え，敢えて中止という選択肢は選びませんでした。見学会
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や懇親会が実施できない不自由な環境での大会とはなりますが，是非，この機会を有効にご利用
いただき，近い将来に向けた発展的，前進的な情報交換が積極的に行われることを期待しており
ます。
最後に，本来であれば会場を提供いただけるはずであった兵庫県立大学に心から感謝申し上げ
たいと思います。また，会場の利用ができなくなったにもかかわらず，開催の準備に関して献身
的なご努力をいただいた運営委員会，本部の企画委員会，学術委員会，総務委員会，編集委員会
等をはじめとする多くの皆さまに深謝申し上げます。これらの皆さんのご努力なしには今回の大
会は開催できませんでした。
参加者の皆様には，是非ともこの機会を有効にご利用いただき，近い将来改めて訪れるであろ
う，平和で自由な社会の構築に向けて，話し合っていただきたいと思います。活発な議論を期待
いたします。
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2020 年度日本造園学会全国大会案内

大会テーマ：

地域経営とランドスケープ

■大会開催方法
新型コロナウイルス感染症の収束の見込みが立たないこと，延期しても開催の可能性が見通せ
ないことなど，様々な可能性と諸事情を勘案した結果，本年度の全国大会は Web 開催とする決
断に至りました。
今回の Web 開催は，発表スライドをご自分のパソコン等で視聴していただく形式となります。
会場で対面での意見交換は行えませんが，期間中に Web 上の全プログラムに参加いただけま
す。通常開催とは違ったメリットがございますので，会員の皆様には奮ってご参加いただければ
幸いです。
■参加申込方法
１）事前申込
事前申込登録フォームより参加登録をしてください。登録完了後，参加費のお振込みについて
のご案内をメールにてお送りします。
参加登録及び参加費のお振込みを，いずれも 5 月 18 日（月）
までにお済ませください。お振込みの確認をもって，事前参加申込み完了となります。
事前申込登録フォーム： https://www.jila-zouen.org/annualmeeting/8421
２）事前申込締切後の受付
事前申込締切後の受付方法は，5 月 19 日（火）に学会Ｈ.Ｐ.に掲載するととともに，会員に向
けてメールにて通知します。これ以降のお申込みについては，5 月 23 日（土）～28 日（木）の
9 時～17 時の間で即日パスワードを発行いたします。
なお，事前申込期限（5 月 18 日（金））を過ぎてからの参加お申込みの場合，大会参加費が事
前申込分とは異なりますので，ご注意ください。
＜大会参加費＞

■大会に関するお問い合わせ
〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-20-11 造園会館 6 階
（公社）日本造園学会事務局 全国大会担当
E-mail：2020forum@jila-zouen.org
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■大会スケジュール
本全国大会特設ページの開設期間は，2020 年 4 月下旬～5 月 31 日（日）を予定しています。
開催プログラムの詳しい情報は，随時，特設ページで更新しておりますのでご覧ください。
特設ページはこちら ； https://hyogo2020.jila-zouen.org/

開催プログラム
日程

22日
（金）

23日
（土）

24日
（日）

25日
（月）

特設Webサイト
公開期間
大
会
全
体

学生公開デザインコンペ
二次審査

学会賞等

③

研究発表会

30日
（土）

5月23日
（土）
５月23日（土）～31日(日)公開
５月23日（土）～
24日(日)

コメント受付期間

②

29日
（金）

5月22日
（金）

上記以外のプログラム

総会

28日
（木）

５月23日（土）～31日(日)

総会，シンポジウム
開催日

①

スケジュール
26日
27日
（火）
（水）

13:30～
開催
公開
公開
コメント受付
（2日間）

コメントへの返信期間（7日間）
公開

プ
ロ
グ
ラ
ム
別

④

ポスター
セッション

⑤

シンポジウム

⑥

ミニフォーラム

コメント受付
（2日間）

コメントへの返信期間（任意：7日間）

15：30～
開催
公開
コメント受付
（2日間）

⑦

企画展示

⑧

学生公開
デザインコンペ

⑨

学生ガーデン
設計コンペ

コメントへの返信期間（任意：7日間）
公開

第二次
審査

結果の公表
結果の公表
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31
（日）

■開催プログラムの概要
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学生公開デザインコンペ
学生公開デザインコンペ
■デザインコンペ課題
「食」とランドスケープ
対象地：兵庫県淡路市
■二次審査会（非公開）
会場：兵庫県立大学淡路緑景観キャンパス／兵庫県立淡路景観園芸学校
下記ウェブサイトにて，最終結果を公表します。
https://hyogo2020.jila-zouen.org/studentscompe/
■表彰の内容
・ 最優秀賞（1 点） 賞状，賞金（5 万円）
・ 優秀賞（2 点） 賞状，賞金（2 万円）
・ 佳作（7 点程度） 賞状，賞金（1 万円）
■審査委員会（五十音順）
審査委員長：
中瀬 勲

兵庫県立淡路景観園芸学校 学長/兵庫県立人と自然の博物館 館長

審査委員：
岩井 貴代

株式会社京阪神エルマガジン社メディアビジネス本部 副本部長
一般社団法人淡路島観光協会戦略室 アドバイザー

沈

悦

西辻 俊明

兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科 教授
株式会社現代ランドスケープ 代表取締役社長
一般社団法人ランドスケープコンサルタンツ協会 関西支部長

真嶋 加由里 淡路市 企画情報部長
村上 修一

滋賀県立大学環境科学部環境建築デザイン学科 教授
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■フライヤー
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学生公開デザインコンペ
学生ガーデン設計コンペ
2020 年度日本造園学会全国大会・淡路花博 20 周年記念事業協賛
学生ガーデン設計コンペ
このコンペは，淡路花博開催 20 周年を記念し実施するもので，最優秀作品は 2020 年 9 月か
ら開催される「淡路花博 20 周年記念花みどりフェア」で実際のガーデンとして整備公開されま
す。
■コンペ概要
１．テーマ 「人と自然の共生 その未来」
２．設計条件
①対象地

国営明石海峡公園淡路地区移ろいの庭芝生地内

②面積

20 ㎡（形状は自由）

③公開期間

2020 年 9 月 19 日（土）～2020 年 11 月 3 日（火）

④整備予算

2,000,000 円以内

■審査結果
下記ウェブサイトにて，結果を公表します。
https://hyogo2020.jila-zouen.org/gardencompe/
■表彰の内容
・ 最優秀賞（1 点） 賞状，賞金（5 万円）
・ 優秀賞（2 点）

賞状，賞金（2 万円）

・ 佳作（5 点程度)

賞状，賞金（1 万円）

■審査委員会（五十音順）
審査委員長：
白砂 伸夫

神戸国際大学 教授

審査委員：
芋瀬 英里

(株)ウイン 国際プロジェクトチーフ

北村 智顕

国土交通省近畿地方整備局国営明石海峡公園事務所 事務所長

首藤 健一

兵庫県県土整備部公園緑地課 副課長

田中 基文

(一社)兵庫県造園建設業協会 副会長

西田 利彦

花ぼうし 主宰
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総
総

会
会

■開催日時
2020 年 5 月 23 日(土) 13:30～15:30
■開催方法
Web 会議方式による開催
■議

案
審議事項：第 1 号議案 2019 年度事業報告について
第 2 号議案 2019 年度決算について
第 3 号議案 名誉会員の推薦について
第 4 号議案 学会の運営に関する規程の改定について
第 5 号議案 定款の改定について
報告事項：第 1 号報告 2020 年度事業計画について
第 2 号報告 2020 年度収支予算について

表彰式・受賞者講演会
日本造園学会賞等の授与

■日本造園学会賞
［著作部門］
石川 初

「思考としてのランドスケープ 地上学への誘い

－歩くこと，見つけること，

育てること－」
西田 正憲・渋谷 晃太郎・上杉 哲郎・佐山 浩・水谷 知生
「47 都道府県・花風景百科」
［設計作品部門］
金香 昌治・甲田 和彦・北村 史高
「柏の葉アクアテラス」
［技術部門］
宮城 俊作・高橋 宏樹・村上 暁信・熊倉 永子
「パッシブタウン黒部における熱環境シミュレーションを活かした
ランドスケープ形成プロセスの実践」
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［事業・マネジメント部門］
舟橋村・富山大学地域連携推進機構・（一社）富山県緑化造園土木協会
（一社）日本造園建設業協会富山県支部・（一社）日本造園組合連合会富山県支部
「舟橋村における人口減少を克服するパークマネジメント」
山本 紀久・板垣 範彦・伊東 幸男
「介護老人福祉施設「あさひ苑」のランドスケープ
－終の住拠は故郷の風景－」
■日本造園学会奨励賞
［研究論文部門］
伊藤 文彦

：熊野参詣道伊勢路を事例とした文化遺産としての「巡礼路」の保存と継承に関
する研究

園田 陽一

：都市環境における野生動物の生息地としての緑地の保全・管理に関する道路生
態学的研究

湯淺 かさね ：オープンスペースを含む公共空間における多主体が連携したマネジメントに関
する研究
渡辺 貴史

：温泉地における景観の形成と法制度を介したマネジメントに関する研究

［設計作品部門］
章 俊華

：秩序と無秩序が対話する詩的環境の創造

［技術部門］
阪上 富男

：名勝無鄰菴庭園の本質的価値を尊重した庭園管理のあり方に関する技術

■田村剛賞
下村 彰男

：自然公園に関わる計画論および制度論に関する一連の研究と社会貢献

■上原敬二賞
蓑茂 壽太郎
石川 幹子

13

公開シンポジウム
公開シンポジウム
■シンポジウムテーマ

ランドスケープと地域経営
■日 時
令和 2 年 5 月 23 日（土）15：30～17：30
■内 容
学会誌掲載の大会案内（シンポジウム案内）のうち，基調講演を基本とし，総合討論を行
う形での開催とする。
多自然居住地域の小規模集落や中心市街地では，農林漁業や地域づくりの担い手不足に悩
む集落が多く，持続的まちづくりについてのアイデアが求められている。
これらの課題を解決する手法のひとつとして，観光交流が挙げられる。近年，観光は地域
振興の文脈での議論が盛んであり，特に，地域の持つ魅力の発掘・発信，地域外との関係人
口の増加，地元雇用や地産地消などへの期待が大きい。一方で，これらの取り組みを持続的
に運営していくためには何が必要なのか，ランドスケープ科学からどのような貢献ができる
のかについては，未だ検討が十分ではない。
そこで，このような持続可能な地域経営を目指すために何が必要か，国際基準に照らし合
わせて何が出来ていて，何が課題かを明らかにしたい。
加えて昨今の新型コロナウイルスの感染拡大によって観光交流まちづくりがどのような影
響を受け，その回復に向けて事業者の方々が何を考えているかを知るとともに，今後の緑の
環境を用いた地域の在り方を議論したい。

1. 開会挨拶
加藤

友規（日本造園学会 企画委員長/京都芸術大学 教授/
植彌加藤造園株式会社 代表取締役社長）

2．趣旨説明
美濃

伸之（兵庫県立淡路景観園芸学校/兵庫県立大学大学院 教授）

3. 講演（45 分）
幸せになるための観光まちづくりと国際基準の実践
～地域ファーストによる逆境への備えと感染拡大の影響～
高山

傑（アジアエコツーリズムネットワーク 理事長/
国登録有形文化財 春陽荘家主）
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4. 総合討論（45 分）
・コーディネーター : 山本

聡 （兵庫県立淡路景観園芸学校/兵庫県立大学大学院
教授・研究科長）

・指 定 討 論 者

： 柴田

昌三 （日本造園学会長/京都大学大学院地球環境学堂
教授）

古田

菜穂子（岐阜県 観光国際戦略アドバイザー/
兵庫県立大学大学院 特任教授）

ネット視聴者も随時参加可能
5．閉会挨拶
山本

聡（兵庫県立淡路景観園芸学校/兵庫県立大学大学院 教授・研究科長）

総合司会 ： 嶽山

洋志（兵庫県立淡路景観園芸学校/兵庫県立大学大学院 准教授）

（３）配信方法と参加者
・今大会では，Zoom を用いた Web 視聴となります。
・参加者は学会 Web 大会参加者とし，先着 500 名までとなります。
・アクセス URL は学会 H.P.にて掲示し，参加登録者にアクセス用パスワードをお伝え
します。
注）今大会では，Web での開催となるため，演者も全て遠隔での出演となります。画
質・音声・通信安定性が不安定になることが予想されますこと，予めご了承くださ
い。
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会企画展示
大会企画展示

この企画展示では，造園・ランドスケープ関連の企業や団体等から幅広く「ランドスケー プによ
る持続可能社会づくりの取り組み」について紹介していただいています。

■日 時
5 月 23 日（土）9：00 ～

5 月 31 日（日）17：00

■場 所
https://hyogo2020.jila-zouen.org/exhibition/
■出展団体（五十音順）
京都市人事委員会事務局
(株)現代ランドスケープ
一般財団法人 公園財団
一般財団法人 日本緑化センター
一般社団法人 ランドスケープアーキテクト連盟
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研究発表会
研究発表会
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2020 年度全国大会（兵庫大会）Web 開催における研究発表の取り扱い
学術委員会
論文集委員会

委員長 大黒 俊哉
委員長 渡辺 貴史

2020 年度全国大会を Web 開催とするにあたり，学会員相互のコミュニケーションを確保すべ
く，以下の方法によって従来の研究発表会と同様に議論の活性化を図る。
1．セッションの形式
・本文書に先立ち配布した「全国大会における研究発表会の形式について」に記載した通り，共
通するもしくは総括するテーマにて議論するセッションを設ける。
・大会特設サイトでの発表スライドの掲載を持って発表とみなす。
・質疑応答は，5 月 23 日（土）9 時～24 日（日）17 時までコメント欄にて質問および意見を受
け付け，5 月 31 日（日）まで発表者による返信を受け付ける。質疑への返信は，発表者の義務と
する。
2．座長の役割
・座長は，コメント欄での円滑な質疑応答を進行すると共に，セッションテーマに基づいて議論
を促す。
3．発表者・共著者の役割
・本文書に先立ち配布した「全国大会における研究発表会の形式について」に記載した通りとす
る。
4．全国大会ベストペーパー賞について
・賞の対象および選考の体制は従来通りとする。受賞者を選考するために実施していた大会時の
審査は，発表スライド，コメント欄での質疑応答や議論の内容を踏まえて行う。
5．セッション報告のお願い
・本文書に先立ち配布した「全国大会における研究発表会の形式について」に記載した通りとす
る。
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■日 時
・公開期間 2020 年 5 月 23 日（土）～31 日（日）
・コメント受付期間 2020 年 5 月 23 日（土）9:00 ～24 日（日）17:00
・コメントへの返信期間 2020 年 5 月 25 日（月）～31 日（日）
■研究発表一覧

https://hyogo2020.jila-zouen.org/oral/

近代造園における史的考察

座長：関西

剛康

まゆみ・粟野

隆

近代の西山家住宅における重森三玲の作庭に関する一考察
林
東北帝国大学八甲田山高山植物園の整備過程及びその背景について
西村

公宏

小林

昭裕

釧路公園の構想から戦後の改変に至る過程に対する社会文化的視点からの史的考察

日本統治時代の台湾における民間造園技術者とその営業内容
粟野

空間・制度・イメージの歴史的経緯

隆

座長：水内

佑輔

大津市南小松の絵図に基づく江戸期から明治初期までの土地利用と災害対応
安藤

滉一・深町

加津枝・東

幸代・高橋

大樹

小野

良平

伯耆大山における眺望景観からみた信仰の場の立地環境特性

公園行政部局が「営造物」と「地域制」を対比的に使い始めた経緯
佐山

浩

仙台における「もり（森／杜）の都」表記の変遷と緑の空間的実態変化との関係
東岡

ともえ・中村

和彦・山本

人々の認識と造園空間

清龍・下村

彰男

座長：岡田

準人

前橋市における街区公園の取り巻く環境が公園の利用や評価に及ぼす影響の考察
塚田

伸也・森田

哲夫・西尾

敏和

薫・加我

宏之

星志・柴田

昌三

地方自治体の街路樹に関する維持管理計画および住民参加制度の状況
川口

将武・赤澤

宏樹・武田

重昭・松尾

造園関係者に対するアンケート調査から見たサクラ類の維持管理技術のあり方
兼村
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公園の管理と可能性

座長：今西

純一

２つの大阪府営公園の夜間照明環境の評価
山田

宏之・川原

太朗

遼・畔柳

昭雄

平田

富士男・橘

俊光

亜紀子・金岡

省吾・市村

恒士

東京都海上公園の指定管理者による水辺空間の利用・管理の実態に関する調査研究
田中

孝登・菅原

大都市市街地の都市公園リノベーション事業優良事例に見る民間公募要項作成上の重点

地方公共団体の意識からみた「都市公園ビジネス」展開の可能性
塩見

一三男・小松

多角的な造園思考

座長：町田

怜子

平城・相楽ニュータウン居住者の公園を媒介とした地域への愛着の醸成に至る意識構造
窪田

陽樹・松尾 薫・川口

将武・赤澤

宏樹・武田

重昭・加我

宏之

有喜・山本

清龍・中村

和彦・下村

彰男

和彦・山本

清龍・下村

彰男

屋上緑化史における「立体緑化」概念の萌芽とその意義
山島
池坊の立花にみる視距離帯に関する風景認識の変遷
陸

丹・中村

都市・ランドスケープの文化的価値

座長：村上

暁信

近江八幡の水郷地帯に分布するヨシ原の維持管理に要する労働力と費用
小池

のどか・松本

邦彦・澤木

昌典

なつみ・黒田

乃生

鉱山遺跡の観光資源としての活用に関する現状と課題
森田
東京都 23 区に残存する戦災樹木の分布特性についての一考察
菅野
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博貢・根岸

尚代

緑地評価の多面性

座長：濱泰一

関西地域における小学校の指導体制が自然環境教育の実施単元数に及ぼす影響
野澤

良太・浦出

俊和・今西

純一・上甫木

昭春

伸太・金子

忠一

裕介・長谷川

啓一

浩一・小谷

幸司

公園評価における sns 利用ソーシャルリスニングの活用の可能性
屋形

紳太郎・福岡

孝則・阿部

緑地の多面的機能に対する住民の支払い意思額に個人属性の違いが及ぼす影響
上野
動物園における展示ゾーン別の来園者満足度と管理運営上の課題
森崎

玲大・小島

仁志・金澤

朋子・村田

公共空間の景観評価

座長：横関

隆登

京都市御池通での景観構成要素の評価と街路景観について
福井

亘・谷

桃衣・髙林

裕

視対象とその見方の分析による河川内部からみた景観の特徴の解明
矢澤

優理子・施

佳穎・古谷

勝則

重昭・加我

宏之

大阪市都心部の河川における船上からのシークエンス景観のスコア化による分析
坂本

幹生・松尾

薫・武田

ライフスタイルの変化と地域計画

座長：柴田

北海道の公営墓地における「墓じまい」の現状
上田

裕文

亜紀子・市村

恒士

富山県舟橋村における人口減少克服に向けた子育て共助型モデルエリアのマネジメント
北村

優人・金岡

省吾・小松

市街化調整区域における里地里山の土地利用に対する住民意識と行政施策の比較
小島

周作・田中
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伸彦・町田

怜子・服部

勉・麻生

恵

祐

農業景観とマネジメント

座長：栗田

英治

明治期の利根川中流域における蚕種農家集落および桑園の分布状況とその特徴について
栗原

正博・篠沢

健太

淳一・清水

裕之

洋志・美濃

伸之

水田の歴史的類型による生態的環境と労働生産性の比較および維持管理シナリオの検討
高取

千佳・村瀬

由伎・宮脇

勝・北村

山間の再生困難な荒廃農地への侵入樹木の利用と土地所有者の再利用意識に関する考察
山本

あゆみ・嶽山

グリーンインフラの計画

座長：木下

剛

緑の基本計画における農地の保全・活用の位置づけに関する考察
守谷

修・舟久

保敏

恭平・渡邉

剛弘

楓菜・山本

遼介

由希子・加藤

禎久

ニューヨーク市ゴワナス運河流域における地域主体によるグリーンインフラ適用
滝澤
小流域分析に基づく神田川上流域の緑地施策の歴史的経緯と今後の計画論に関する研究
石川

幹子・森田

フィラデルフィア市におけるグリーンインフラ計画と実装の仕組みに関する研究
福岡

孝則・片桐

都市空間の変遷

座長：雨宮

護

中国の「大遺跡」周辺環境の開発における政府・企業・住民の関わり
王

詣斐・黒田

乃生

「横浜中華街」の形成過程とその要因に関する研究
末廣

拓登・伊藤

弘

群馬県における器械製糸工場の変遷と跡地利用に関する研究
山口
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利光・黒田

乃生

社会の変化と地域資源の管理

座長：丸谷

耕太

江太郎・伊藤

弘

観光における二社一寺と東町の関係
田代
熊野参詣道伊勢路における礼拝施設の歴史的変化からみた管理運営方法
伊藤

文彦

加津枝・柴田

昌三

富山県五箇山地域における和紙産業の変遷と文化的景観
王

聞・深町

樹木から土地を考える

座長：福井

亘

全国 24 都市におけるソメイヨシノの開花日と気温および周辺土地被覆の経年変化
多田

裕樹・村上

暁信・手塚

勇太

田端

敬三・橋本

啓史・森本

幸裕

神宮

翔真

下鴨神社糺の森での主要樹種の大規模台風による被害の特性

土地被覆の評価と土地所有形態の関係に見る都市近郊林の保護地域化における課題

緑地管理と生き物の関わり

座長：上田

萌子

半自然草地の秋季刈り取り残渣の敷設時期と敷設厚が敷設地の群落種組成に及ぼす影響
山田

晋・根本

正之

黒田

貴綱

造成履歴を持つ農村域の緑地におけるカヤネズミの生息地再生に関する研究

関東地方の放棄二次林における林床と竹林の管理が地表性甲虫類の生息数に及ぼす影響
大浦

一将・藤井

響市・中島

宏昭・鈴木

貢次郎

中心市街地におけるマトリクス内の緑被率が都市公園に出現する鳥類に与える影響
髙林
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裕・福井

亘

フォーラム
フォーラム

■ミニフォーラム・研究推進委員会フォーラム一覧
https://hyogo2020.jila-zouen.org/forum/

フォーラム開催
予定時間*

タイトル
1

2020 年を超えて明治神宮から造園を考える

5/23 12:00～13:30

2

日本庭園の文化と技術 ─未来へ継承すべき日本庭園
の空間文化と伝統技術の価値を考える

5/24 15:00～16:30

3

名勝から考える：眺める場所と風景の保全・継承

5/24 15:00～16:30

4

街の価値を高める街路空間と街路樹マネジメント

5/24 10:00～11:30

5

沿岸域観光地における防災・減災を考えるー津波発生
時の湘南を想定して

－

6

生物多様性の世界目標と地域をつなげる～次期生物
多様性国家戦略の役割～

－

7

日本庭園の可能性を多面的な視野で見る〜国際的舞
台における可能性と課題〜

5/24 13:30～15:00

8

造園学における量的研究と質的研究の融合に向けて

－

9

神戸市六甲山系の森林・緑地保全における新たな「自
治と連帯」の仕組みづくり

－

10

グリーンインフラの社会実装の枠組みと評価の視点

11

都市公園における生きもののデータ保存方法に関す
る提言

－

12

風景の変化の兆し
の未来

－

身近な空間とそこへの関わり方

*ウェブ会場を設ける場合のフォーラム開催予定時間

24

5/24 15:00～16:30

【ミニフォーラム

開催概要】

※各フォーラムのプログラムは変更の可能性があります

□2020 年を超えて明治神宮から造園を考える
目

的： 大都会東京に広がる人工の鎮守の森。明治神宮は今年，誕生から 100 年の節目を迎え
る。本ミニフォーラムでは，当時の森づくりの設計書『明治神宮御境内林苑計画』（以後，
『林苑計画書』
）を現代の造園関係者たちで読み解き，100 年の森の「いま」を議論する。
造園学が専門分野として確立される過程において，明治神宮の造営は実践のフィールドとして
極めて重要な役割を果たした。そして，その百年の森づくりの実験は今も現在進行形で続
いている。明治神宮は依然として造園関係者にとっては象徴的な空間と言える。かつて，
100 年後に向けて計画され，未来の世代に託されたこの空間を，どのような形でこの次の
世代に引き継いでいくか。現代の造園関係者たちがこの節目の年に再び考えなければなら
ない。

主な参加者と役割
座長：
上田 裕文（北海道大学観光学高等研究センター 准教授）
話題提供：
今泉 宜子（明治神宮国際神道文化研究所）
水内 佑輔（東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林 助教）
コメンテーター：
清水 裕子（一社）森林風致計画研究所）
，伊藤 精晤（信州大学 名誉教授），江尻 晴美（樹
木医事務所桔梗 代表）
，押田 佳子（日本大学理工学部まちづくり工学科 准教授）
，小林 邦
隆（一般財団法人日本緑化センター 副主任研究員），小堀
科学研究科森林科学専攻 特任研究員），近藤

貴子（東京大学大学院農学生命

真（パシフィックコンサルタンツ株式会社），

四戸 秀和（愛媛大学社会連携推進機構防災情報研究センター 助教），髙橋
会社 LPD 技術顧問）
，竹内

靖一郎（株式

智子（東京都東部公園緑地事務所 工事課長）
，田中 伸彦（東

海大学観光学部観光学科 教授）
，寺田 徹（東京大学大学院新領域創成科学研究科 講師）
連携する団体：
明治神宮国際神道文化研究所，一般社団法人森林風致計画研究所，マルモ出版，海青社

□日本庭園の文化と技術─未来へ継承すべき日本庭園の空間文化と伝統技術の価値を考える
目 的：日本人はいにしえより，土，石，水，木を用いて庭園をつくってきた。土を動かして池を
穿ったり，石を組んで滝から水を落としたり，植物をあしらったりした庭園は，世界的に
もユニークな「日本庭園」として知られる。日本庭園は自然の一部を生活に取り込んだ住
まいの空間として，信仰と結びついた神秘の空間として，もてなしの心を織り込んだ愉悦
の空間として，時の当主の思いと庭匠の技術によって多様な日本庭園が創造され，日本人
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の歴史とともに歩んできた。本ミニフォーラムは，その日本庭園の空間文化と伝統技術を
適切に未来に継承してゆくために，造園人たる私たちはいかなることにその価値を見出し，
何を発信していかなければならないかを考える場とするものである。2020 年 11 月頃にユ
ネスコ無形文化遺産に再提案される「伝統建築工匠の技：木造建造物を受け継ぐための伝
統技術」との関係もふまえつつ，日本庭園の文化と技術が有する価値の多面的視座を得る
ための議論を展開したい。
主な参加者と役割
進士 五十八（福井県立大学 学長）＜話題提供及び対談＞
川井 徳子 （ノブレスグループ 代表）＜話題提供及び対談＞
木曽 功

（千葉科学大学 学長）＜コメント＞※動画メッセージ

大江 忍

（伝統を未来につなげる会 事務局長）＜コメント＞

粟野 隆

（東京農業大学 准教授）＜司会・コメント＞

連携する団体：
一般社団法人伝統を未来につなげる会

□名勝から考える：眺める場所と風景の保全・継承
目 的：
「名勝」とは，風景を文化財として保護する仕組みである。その価値は，風景を眺める場
所（＝視点場）と眺められた風景との関係性から導き出される。ゆえに名勝の保全・継承
においては，この「関係性」をいかに読み解き，価値づけ，適切にマネジメントしていく
かが問われる。今回の名勝ミニフォーラムは，ランドスケープの保全・継承の基本姿勢と
もいうべき，この根源的な問いに光を当てるものである。まず，
「眺める場所」と「眺めら
れた風景」の関係性を見つめ直すべく話題提供を行う。次に，名勝の指定基準第 11（展望
地点）を指定事由とする事例について議論を深めたい。視点と風景の関係性を検討するう
えで，最も特徴的な事例だからである。具体事例（名勝姨捨（田毎の月）や雙ヶ岡，鳴門
等）の調査および保全・継承に従事している研究者の話題提供・コメントを踏まえ，視点
と風景の関係を保全・継承するにはどのような認識が必要なのか，議論することを目的と
したい。
主な参加者と役割
話題提供：
佐々木 邦博（信州大学）
，小野 良平（立教大学）
，黒田 乃生（筑波大学）
コメンテーター：
仲隆 裕（京都造形芸術大学）
，深町 加津枝（京都大学），大平 和弘（兵庫県立大学）
進行：
井原 縁（奈良県立大学）
資料提供：
平澤 毅（文化庁）

26

□街の価値を高める街路空間と街路樹マネジメント
目 的：我が国の街路樹は，グリーンインフラや賑わいづくりなど，新しい価値が求められる状
況にあります。国土交通省は，道路緑化技術基準を改正し，道路緑化のあり方について，
道路交通機能の確保を前提にしつつ，緑化に求められる機能を総合的に発揮させ，街路空
間や地域の価値向上に資するよう努めることを求めています。この流れを受けて，全国の
様々な自治体が，市街地の活性化方策として，街路空間の活用や街路樹の適正管理を模索
しています。
本ミニフォーラムでは，一昨年度の「まちの個性を活かす街路樹の計画・整備更新・管
理」
，昨年度の「街路樹の新しい価値創出と評価」に続き，街路空間の再編や多様な主体と
の連携による街路樹等の管理を通して街の価値を高めようと取り組み始めている事例を共
有し，計画と実践の両面からこれからの街路樹マネジメントについて意見交換をします。
主な参加者と役割
話題提供：
街路樹によるまちの価値創出に向けた自治体の計画策定：池邉 このみ（千葉大学大学院）
神戸市における都心の街路空間再生と街路樹の再整備：石田 美菜子（神戸市公園部整備課）
市民協働による街路樹管理の推進：安田

卓宏（吹田市花とみどりの情報センター／株式会

社日比谷アメニス）
進行：
福井 亘（京都府立大学）
コーディネーター・記録：
川口 将武（大阪産業大学）
赤澤 宏樹（兵庫県立大学）

□沿岸域観光地における防災・減災を考えるー津波発生時の湘南を想定して
目 的：首都直下型地震や南海トラフ沖地震などの巨大地震が近々起こることは確実とされ，台
風や水害などの自然災害も年々強度を増すばかりである。神奈川県南部に広がる「湘南」
は，多様な海洋レクリエーションを受容する日本を代表するレジャー型海岸であり，首都
圏と直結した人口集積地である。災害発生時には住民だけでなく災害弱者を多数生み出す
ことが予想される。自治体の地域防災計画ではカバーしきれない点も多い。報告者らは，
「湘南」を題材に，沿岸型観光地の自然災害（とくに津波）に対するリスク管理の現状と
課題を多角的に研究してきた。本ワークショップでは，研究成果の報告を通して今後の沿
岸域観光地における防災・減災に関わる空間・情報・社会にまたがるマネジメントと計画
の在り方を議論したい。研究主旨の説明と，6 人の報告者による話題提供，ディスカッショ
ンにより構成する予定である。
主な参加者と役割
研究主旨の説明・進行：
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海津 ゆりえ（文教大学）
話題提供：
グリーンインフラによる津波防災の可能性：一ノ瀬

友博(慶応義塾大学)

観光客の津波避難経路選択についてー鎌倉市腰越地区をケーススタディとして：伊藤

渚生

(MS&AD インターリスク総研(株))
関東大震災発生時の鎌倉市域における動向：押田 佳子(日本大学)
ゲームエンジンを活用した津波避難行動シミュレーション：川合 康央（文教大学）
海水浴場利用者の地震津波発生に対するリスク意識に関する研究―相模湾沿岸における夏季
海水浴場利用者を題材に：九里 徳泰（相模女子大学）
津波発生を想定した沿岸自治体の施策の比較：田中

伸彦（東海大学）

連携する団体：
NPO 法人湘南ビジョン研究所
□生物多様性の世界目標と地域をつなげる～次期生物多様性国家戦略の役割～
目 的：現在，生物多様性条約において愛知目標に続く 2021 年以降の新たな世界目標（ポスト
2020 生物多様性枠組）の議論が進められている。ポスト 2020 生物多様性枠組では，2050
年までの長期目標（ビジョン）である「自然との共生」の実現に向け，具体的な成果指向
のゴールや行動指向のターゲットが設定される見込みである。造園学会全国大会では，
2018 年及び 2019 年にミニフォーラムを開催し，ポスト 2020 生物多様性枠組における論
点や，それを踏まえた次期生物多様性国家戦略のあり方について議論し，空間的・俯瞰的
視点や地域における多様な主体の取組のコーディネートといった造園学に特徴的な観点の
重要性が指摘されてきた。これらの観点を踏まえ，今回のミニフォーラムでは，ポスト 2020
生物多様性枠組の目標を地域の取組に落とし込むための国家戦略の役割や，保護区以外の
有効な保全(Other Effective Area-based Conservation Measures; OECM)をはじめとする
土地・空間的計画とこれに基づく生物多様性の将来像の実現について議論したい。
主な参加者と役割
司会進行：
渡辺 綱男（国連大学）
話題提供：
ポスト2020枠組の議論と次期生物多様性国家戦略：環境省
ランドスケープアプローチとOECM：国連大学
都市における緑へのアクセスと生物多様性：国土交通省
地域文化と生物多様性保全について：深町 加津枝（京都大学大学院）
次期生物多様性国家戦略における多様な主体の参画について：IUCN-J
総括：
下村 彰男（東京大学）
連携する団体：
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環境省，国土交通省，国連大学，IUCN-J

□「日本庭園の可能性を多面的な視野で見る」～国際的舞台における可能性と課題～
目 的：日本庭園は自然環境，立地条件を巧みに生かした空間構成，時代の世界観や美意識を反
映したデザインを優れた伝統的，施工技術で表現し日本文化の象徴の一つとして世界に評
価されてきました。一方，近年課題となっている環境問題，グリーンインフラ，SDGs の貢
献，持続可能なデザインの意義と可能性などを背景に日本庭園から学ぶ事が多くあること
も注目を集めています。それは日本庭園の視野，哲学を地球規模で広げてとらえ，
「地球の
庭」として私たちの未来に繋げてゆく事にもなります。また，海外で今まで多く作られて
きた日本庭園の修復，新たな作庭，等を通しての交流，海外からの旅行者，留学生など幅
の広い視点から日本庭園の持つ可能性を知ることも大切です。JLAU では 2021 年の IFLAAPR 大会（国際ランドスケープアーキテクト連盟アジア太平洋地区大会）の誘致活動を進
めており，大会では日本庭園についての議論も関心を集めると思われます。このミニ フォ
ーラムが IFLA-APR 大会に向けて，国内で議論を深める機会となれば幸いです。
主な参加者と役割：
企画運営：
高野 文彰（一般社団法人ランドスケープ アーキテクト連盟 顧問，IFLA-APR 会長）
戸田 芳樹（一般社団法人ランドスケープ アーキテクト連盟 会長）
スピーカー：
伝統的グリーンインフラとして庭園システムの展開の可能性：
大野 暁彦（名古屋市立大学大学院芸術工学研究科 専任講師，
（株）エスエフジー・ランドスケープアーキテクツ 代表取締役）
海外における作庭活動と海外の交流，海外でのワークショップなどを通じて：
山田 拓広（花豊造園（株）
，(一社)日本造園建設業協会 国際委員会 委員長）：
海外からの研究者から見た日本庭園の多面的可能性：
張 平星（東京農業大学地域環境科学部造園科学科 助教）：
これからのランドスケープ界の展開とその中における日本庭園の視点のもつ展開の可能性：
五十嵐 康之（国土交通省都市局 公園緑地・景観課緑地環境室長）
総括：
加藤 友規（植彌加藤造園（株）
）
司会進行：
高野 文彰（IFLA-APR 会長）
連携する団体：
国土交通省，一般社団法人ランドスケープ アーキテクト連盟（JLAU)，一般社団法人ラン
ド ス ケ ー プ コ ン サ ル タ ン ツ 協 会 （ CLA) ， 一 般 社 団 法 人 日 本 造 園 建 設 業 協 会 （ 予 定 ），
International Federation of Landscape Architects Asia-Pacific Region (IFLA-APR)
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□造園学における量的研究と質的研究の融合に向けて
目 的：科学論文においては，十分な定量的なデータに基づいて統計的に平均値，中央値といっ
た値から Generality（一般則）を求める「量的研究」が重要視されてきた。しかし，研究
成果を社会に実装するためには，データの外れ値として省かれるような情報も重要な意味
を持つこともある。例えば，医学，心理学や教育の分野では，個人的ドキュメントに着目
した質的研究が実践されてきた。
「質的研究法」の始まりは，対象によっては量的研究の適
用が難しく，実験や統計には適さない研究課題について，具体的な人に焦点をあて，その
現象を克明に記録，解明する研究に基づいている。我々が取り組む造園学の分野では，質
的研究と量的研究の両側面の研究が行われてきたが，それらの多くの研究は独立して行わ
れてきた。企画者らは，量的研究と質的研究の融合が造園学研究に新たな発展をもたらす
と考えており，質的研究と量的研究の両側面から実践している研究者から事例報告を行い，
本ミニフォーラムにおいて参加者の方々と議論したい。
主な参加者と役割
趣旨説明・司会進行：
園田 陽一（道路生態研究会）
事例報告：
質的研究法とは：高橋 宏之（千葉市動物公園）
近世日本の絵図と古文書を用いた植栽履歴の復元‐質的研究を用いて：安井

瞭（東京大学

大学院）
質的アプローチを用いた自然と関わる人びとの気づきの研究（仮）
：三島 らすな（明治大学
大学院）
パネルディスカッション：
事例報告登壇者，長濱 和代（日本経済大学）
総括：
浜 泰一（東京大学）
連携する団体：
任意団体道路生態研究会，任意団体質的研究法を学ぶ会，任意団体環境探究学研究会

□神戸市六甲山系の森林・緑地保全における新たな「自治と連帯」の仕組みづくり
目 的：六甲山系は周囲を市街化区域に囲まれた都市近郊の森林に覆われており，いわゆる林業
的課題からの森林問題だけではなく，防災，環境，風致及びレクレーションや観光面など
利用も意識した課題を抱えている。六甲山系は，南側山麓は神戸市の市有林の他，国土交
通省のグリーンベルトなど公有林が半分を占めているが，北側山麓は地域の組合や自治協
議会など入会起源の大規模な所有形態が残っている。
伝統的な所有と管理の仕組（お役）はかろうじて残っているが，所有者にとって明瞭な
「木材生産を通じた経済収益」を生み出しづらくなった森林の維持は，地域の若い人には
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負担に思われることが多い。一方，六甲山系はハイキングなどに多くの方々に親しまれて
いるが，利用者にとって，土地所有や維持管理に関する課題にはなかなか結びつかない。
今回，
「所有者に対して利用者など近郊の都市住民がどのように関わっていくことができ
るか」ということについて幅広く議論をすることで，新たな森林や緑地保全における「自
治と連帯」の仕組みづくりにつなげていくことを目的とする。
主な参加者と役割
司会進行：
松岡 達郞（六甲山私有林研究会）
話題提供：
六甲山森林整備戦略（2012）に基づく地域私有林との連携について：
田村 悠旭（神戸市建設局）
協働を通じた森林協治は可能か？―6年間の試行錯誤を通じて：
三俣 学（同志社大学経済学部）
六甲山唐櫃における地域資源としての植生：
田淵 美也子（兵庫県立大学緑環境マネージメント研究科）
六甲山と唐櫃について，地域課題の報告：
吉田 進（神戸市北区下唐櫃まちづくり協議会会長）
連携する団体：
任意団体六甲山専門学校，公益財団法人神戸市公園緑化協会
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【研究推進委員会フォーラム

開催概要】

※各フォーラムのプログラムは変更の可能性があります

□グリーンインフラの社会実装の枠組みと評価の視点
目 的：グリーンインフラの導入目的，グリーンインフラと見なせる点，グリーンインフラ導入
の方法や決め手，パフォーマンスや便益の評価の視点などについて，事例ベースの議論を
行い，知見を共有することを目的とする。対象とする事例は，官民を問わずまた空間的な
スケールを問わず様々な計画・事業・活動等とし，グリーンインフラという言葉が使われ
ているか否かを問わない。様々な取組においてグリーンインフラという言葉が使われるよ
うになっている中で，その概念や意義について造園学の立場から改めて検証することをね
らいとする。日本造園学会「グリーンインフラ研究推進委員会」，日本都市計画学会「グリ
ーンインフラの計画的展開と社会実装研究会」から話題提供者・コメンテーターを立てる
が，会場の参加者を交えた公開座談会のような形式を想定する。
主な参加者と役割
話題提供：
東京都港区緑の基本計画：一ノ瀬 友博（慶應義塾大学）
千葉東金道路の野呂 PA における緑地の再整備：岩崎

寛（千葉大学）

グランモール公園（横浜市）
：植田 直樹（三菱地所設計）
金沢市の緑のまちづくり計画や守谷市のグリーンインフラ都市宣言：上野 裕介（石川県立
大学）
岡山市みずほ住座跡地の再開発：加藤 禎久（岡山大学）：
後谷公園東側歩道整備工事（戸田市）：木田 幸男（東邦レオ）
港北ニュータウン（横浜市）
：竹内 智子（東京都）
上野遊水池（三重県）やオランダの農地・遊水池・河川の複合的土地利用：武田 史朗（立命
館大学）
：
南町田グランベリーパーク（町田市）：福岡 孝則（東京農業大学）
新潟県十日町市の棚田（Eco-DRR），東京都目黒区の地域参加型学校施設の緑地管理，新武蔵
野クリーンセンターのレインガーデン：山田 順之（鹿島建設）
モデレータ：
木下 剛（千葉大学）
，一ノ瀬 友博（慶應義塾大学）
連携する団体：
公益社団法人日本造園学会グリーンインフラ研究推進委員会，公益社団法人日本都市計画学
会研究交流分科会「グリーンインフラの計画的展開と社会実装研究会
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□都市公園における生きもののデータ保存方法に関する提言
目 的：生きものを対象とした自然環境調査は全国各地で実施されている。生きものの調査結果
は，一般的に現地に生息・生育する生物相を明らかにするものであるが，継続したモニタ
リングを実施することで，生物相の変化から自然環境の変化を明らかにすることができる。
また，エコツーリズムやグリーンツーリズムの視点からは，生きものの生息情報は地域の
重要な資源・財産となり，保全や利活用の検討にあたっては，それらの生きものへの配慮
を大きな方針として位置づけることも可能である。しかし，多くの自然環境調査ではデー
タの保存方法が定まっておらず，また継続的に実施された調査結果も適切に蓄積されてい
ないために，データがその場限りの利用に留まるケースが珍しくない。そのため，本ミニ
フォーラムでは，地域の重要な生物多様性の拠点となっている都市公園を対象として，生
きもののデータの取得や保存の方法，適切な保存によって可能となる公園管理や，生物多
様性地域戦略における施策展開など，具体的な活用方法を示すことで，生きもののデータ
保存方法に関する提言を行いたい。
主な参加者と役割：
趣旨説明：
大澤 啓志（生態工学研究推進委員会／日本大学）
話題提供
裏戸 秀幸（生態工学研究推進委員会／横浜市）
増澤 直（特定非営利活動法人地域自然情報ネットワーク）
趙 賢一（生態工学研究推進委員会／愛植物設計事務所）
提言案の作成，運営：
宮本 渉，井上 剛，渡邉

敬太，八色 宏昌，倉本 宣（生態工学研究推進委員会）

連携する団体：
公益社団法人日本造園学会生態工学研究推進委員会，特定非営利活動法人地域自然情報ネッ
トワーク

□風景の変化の兆し 身近な空間とそこへの関わり方の未来
目 的：人口減少などの社会構造の大きな変化は，私たちの日常生活とそれが営まれる空間を少
しずつ変え，身の回りの風景を変貌させつつある。AI をはじめとする技術革新の進展や世
界遺産などの法制度による枠組みは，情報と空間が組み合わさった新しい風景を生み出し，
オリンピックや万博といった大きなイベントは，大都市の空間とそれに対する私たちの関
わりを再編し，風景が刷新されようとしている。一方，地方では新しい空間や生業が求め
られ続け，長い年月をかけて育まれてきた風景は大きく失われようとしている。このよう
な先行きの見通しづらい状況のなかで，私たちはいかにして未来の風景を描くことができ
るだろうか？その方法は，いま，目の前にある空間とそこへの人々の関わり方の変化の兆
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し，そして，それらにより新たに生成されつつある風景を丁寧に捉えることなのではない
だろうか。本フォーラムでは，このような風景の変化の兆しから，これからの風景計画の
あり方を探りたい。
主な参加者と役割：
趣旨説明：
伊藤 弘（筑波大学芸術系世界遺産専攻）
発表（風景の変化の兆し 身近な空間とそこへの関わり方の未来）
：
風景の発見をめぐって－ 柄谷，セザンヌ，メルロ・ポンティ－：温井 亨（東北公益文科大
学）
樹木葬の風景：上田 裕文（北海道大学観光学高等研究センター）
農のある都市の風景：寺田

徹（東京大学大学院新領域創成科学研究科）

仙台海岸の変容する風景：復興の今，これから：松島 肇（北海道大学大学院農学研究院）
遠隔自然地を身近にするサイバーフォレストのライブ

音・録音とサブスクリプションサー

ビスの考察：斎藤 馨（東京大学大学院新領域創成科学研究科）
総合討論コーディネーター：
武田 重昭（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科）
コメンテーター：
伊藤 弘（筑波大学芸術系世界遺産専攻），松島 肇（北海道大学大学院農学研究院），上田
裕文（北海道大学観光学高等研究センター）
，温井 亨（東北公益文科大学）
，入江 彰昭（東
京農業大学地域環境科学部）
，小島 周作（東京農業大学大学院農学研究科）
，小林 昭裕（専
修大学経済学部）
，高山 範理（
（国研）森林研究・整備機構 森林総合研究所），高瀬 唯（茨
城大学農学部）
，寺田

徹（東京大学大学院新領域創成科学研究科），古谷 勝則（千葉大学

大学院園芸学研究科），松井
院農学生命科学研究科），上原

孝子（株式会社プレック研究所），山本

清龍（東京大学大学

三知（信州大学学術研究院農学系），水内 佑輔（東京大学

大学院農学生命科学研究科），村上

修一（滋賀県立大学環境科学部），渡邊 貴史（長崎大

学大学院水産・環境科学総合研究科），町田 怜子（東京農業大学地域環境科学部）
総括：
渡邊 貴史（長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科）
連携する団体：
公益社団法人日本造園学会風景計画研究推進委員会
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造園 CPD
造園
CPD
2020 年度日本造園学会全国大会における CPD について
日本造園学会企画委員会
新型コロナウイルスの感染拡大を受け，2020 年度日本造園学会全国大会プログラムは，Web に
て開催することになりました。これまでの全国大会の CPD 単位はプログラム会場にて受講や閲
覧が必要でしたが，今回は特例として Web 公開の受講や閲覧による単位の取得を認めることにな
りました。全国大会が開催されたという仮定で，CPD 申請者の不利益が生じないよう，最大限に
考慮した結果，全国大会プログラムに対し従来通りの CPD 単位数が取得できるようにしました。
１．参加（受講や閲覧）の場合
登録方法
（学会ホームペ
別紙「造園 CPD 2020 年度全国大会日本造園学会受講・閲覧 参加証明書」
ージ https://www.jila-zouen.org/annualmeeting/9814 から word ファイルのダウンロード可）
を使用して，参加したプログラムにチェック（☑）し，合計単位数を記入の上（最大 13.5 単
位）
，CPD 申請時の登録の際に，参加費の領収書とともに添付してください。
登録できるのは，教育形態番号 110（造園 CPD 認定プログラム「講習会等」の受講），120
（同「展示・フェア等」の閲覧・視察）です。
なお，建設系 CPD 構成団体会員で CPD 単位を取得されたい方は「造園 CPD 2020 年日本
造園学会度全国大会受講・閲覧 参加証明書」をご記入の上，cpd-office@jila-zouen.org まで
お送りください。確認後，参加証明書を発行いたします。
※補注 ミニフォーラムと各委員会フォーラム（認定プログラム No20-0076 から No20-0088
まで）は２件までしか単位の登録ができません。
２．発表した場合
従来通り自己登録となりますので，自己登録画面に必要な事項を記入してください。
３．CPD 単位数
日付，催し（CPD 認定プログラム）
，単位数，認定番号については，下記の一覧表をご覧くださ
い。
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■参加（受講や閲覧）の場合
催し（造園 CPD 認定プログラム）

日付
23～31 日
23 日

単位数

研究発表会（web 開催）

4.5

20-0072

ポスターセッション（web 開催）

1.0

20-0073

シンポジウム「ランドスケープと地域経営」
（web 開催）

2.0

20-0074

全国大会ミニフォーラム：2020 年を超えて明治神宮から造園を考え

1.5

る（web 開催）
全国大会ミニフォーラム：日本庭園の文化と技術─未来へ継承すべき

1.5

日本庭園の空間文化と伝統技術の価値を考える（web 開催）
全国大会ミニフォーラム：名勝から考える：眺める場所と風景の保

1.5

全・継承（web 開催）
全国大会ミニフォーラム：街の価値を高める街路空間と街路樹マネ

1.5

ジメント（web 開催）
全国大会ミニフォーラム：沿岸域観光地における防災・減災を考え

1.5

るー津波発生時の湘南を想定して（web 開催）
全国大会ミニフォーラム：生物多様性の世界目標と地域をつなげる
23～31 日

認定番号

1.5

～次期生物多様性国家戦略の役割～（web 開催）
全国大会ミニフォーラム：日本庭園の可能性を多面的な視野で見る

1.5

〜国際的舞台における可能性と課題〜（web 開催）
全国大会ミニフォーラム：造園学における量的研究と質的研究の融

1.5

合に向けて（web 開催）
全国大会ミニフォーラム：神戸市六甲山系の森林・緑地保全におけ

1.5

る新たな「自治と連帯」の仕組みづくり（web 開催）
研究推進委員会フォーラム：グリーンインフラの社会実装の枠組み

1.5

と評価の視点（web 開催）
研究推進委員会フォーラム：都市公園における生きもののデータ保

1.5

存方法に関する提言（web 開催）
企画委員会主催フォーラム：風景の変化の兆し 身近な空間とそこへ

1.5

の関わり方の未来（web 開催）

20-0076

20-0077

20-0078

20-0079

20-0080

20-0081

20-0082

20-0083

20-0084

20-0086

20-0087

20-0088

全国大会企画展示（web 開催）

1.0

20-0089

学生公開アイデアコンペ作品展示（web 開催）

1.0

20-0090

学生ガーデン設計コンペ作品展示（web 開催）

1.0

20-0091
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■発表した場合
催し等

コンペ関係

シンポジウム関係

フォーラム関係

全国大会企画展示
ポスターセッション

学術研究発表会関係

対象となる発表等
新規作品の制作および出展・応募
コンクール等での受賞（応募するもの）
CPD 協議会団体，学術団体，公的団体主
催・大賞
委員会参加

単位数
10（代表者）
5（連名各人）
40（代表者）
20（連名各人）

教育形態番号
250
251
505
506

審査会の時間×2（審査委
員長）
審査会の時間×1（審査員）
講演の時間×5

440

10（筆頭者）
5（連名各人）
講演の時間×5

220
221
470

10（筆頭者）
5（連名各人）
4（筆頭者・代表者）
2（連名者）

220
221
230
231

ポスター発表
※ただし，既発表（技術報告集）は対象外

4（筆頭者・代表者）
2（連名者）

230
231

学術研究発表会での口頭発表

※発表自体は対象外（論
文に対しての CPD 単位
数を既に取得しているた
め）
座長担当時間×5
40（筆頭著者）
10（連名著者各人）
1 編につき 10

470
215
216
460

講演者，講師等 ※コーディネーター，座
長を含む
シンポジウムの講演集等の原稿を作成し
た場合
講演者，講師等 ※コーディネーター，座
長を含む
シンポジウムの講演集等の原稿を作成し
た場合
ポスター発表

座長
ランドスケープ研究に掲載された論文
学会誌ランドスケープ研究への投稿論文
の査読（論文の編集委員も含む）
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445
470

■造園 CPD 2020 年日本造園学会度全国大会受講・閲覧 参加証明書
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ポスターセッション
2020 年度日本造園学会全国大会ポスターセッション

発表要旨集

今年の Web 大会では，特設ページにポスターを掲載，コメント機能を用いて質問や意見を受け付
けます。なお著者によるコメントへの返信は任意とします。
■日 時
・ポスター公開期間 2020 年 5 月 23 日（土）～31 日（日）
・コメント受付期間 2020 年 5 月 23 日（土）9:00 ～24 日（日）17:00
・コメントへの返信期間 2020 年 5 月 25 日（月）～31 日（日）
■ポスター発表一覧 https://hyogo2020.jila-zouen.org/poster/
A 造園学原論および造園史
柏市あけぼの山公園さくら山の歴史
野田

勝二（千葉大学環境健康フィールド科学センター）
・成澤

綾・萩野

一彦・細野

哲央

1971 年に柏市の公園として開園した「あけぼの山公園さくら山」はサクラの名所として市民に親しまれている。その歴史を調査したとこ
ろ，1700 年代半ばに地域市民が中心となり地域活性化策の 1 つとしてサクラを植栽してから柏市の公園となるまで，地域市民で維持・管理
されてきたことが明らかとなった。その歴史と意義について紹介する。

「築山庭造伝（前編）」における日本庭園デザイン・ボキャブラリーの抽出
劉

銘（東京大学大学院農学生命科学研究科）
・下村

彰男・中村

和彦

本研究は，江戸中期に出版された作庭書の集大成である「築山庭造伝（前編）」から手法を中心に日本庭園に関するデザイン・ボキャブラリ
ーを抽出して整理した。日本庭園の代表的な手法のデザイン・ボキャブラリーとして「添える」
「映す」
「隠す」など 11 点を抽出し，その手
法の意味に関する内容を 9 点に整理した。

国指定名勝「立花氏庭園」内における「松濤園」の変遷に関する研究
関西

剛康（南九州大学大学院園芸学･食品科学研究科）
・大森

麻里

明治 42（1909）から 43（1910）年にかけて，旧柳川藩主（福岡県柳川市）の立花家 14 代寛治によって改修された「松濤園」は，池泉に大
小多数の中島や岩島，そして優美なクロマツを現在 162 本程を有した明治期の出色の作庭と評されており，昭和 53（1978）年に国指定名
勝となっている。本研究により，現在まで余り把握されていなかった「松濤園」の景観構成や北側州浜の変遷に関する一端を解明すること
が出来た。この研究成果は，国指定名勝として今後の維持管理運営のあり方について示唆を与えるものと考えている。

グリーンインフラ概念の今日的意義に関する考察
木下

剛（千葉大学大学院園芸学研究科）
・田畑

貞寿

グリーンインフラの取組に国内外で注目が集まっているが，その新規性や今日的意義について必ずしも定まった見解があるわけではなく，
緑地等の既往概念とも重複する部分がある。本研究は，様々な取組や言説にみるグリーンインフラの位置づけに注目し，その新規性や今日
的意義について，日本の文脈に照らして検証した。その結果，インフラという視点の徹底がもたらすこと，エコロジカルであることがエコ
ノミカルであるということ，社会資本概念の拡張の 3 点から，グリーンインフラの取組の今日的意義を指摘した。

帝国議会議事堂の庭園について
西村

公宏（茨城県水戸土木事務所）
・西村

育恵

昭和 11(1936)年竣工の帝国議会議事堂の庭園は経費の関係で仮の整備となったが，在来の樹木を活かし，建物との調和や自動車置場にも配
慮した開放的な前庭及び隠蔽的な後庭（サンクガーデン）等がシンメトリーに配された。庭園工事の担当は大蔵省営繕管財局技手の楠岡悌
二で，施工は横濱植木株式会社，伊藤長九郎及び春日時太郎等が行った。
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B 造園材料・施工および管理
ヴェルサイユ宮殿庭園の管理体制と日常管理の特徴について
平岡

直樹（南九州大学環境園芸学部）
・水真

洋子

本研究では，フランスのヴェルサイユ宮殿庭園を対象地として取り上げ，管理組織体制や日常の管理手法について調査を行い，その特徴や
課題を検証した。その結果，具体的な施設や技術面では伝統の継承を積極的にはかる一方で，環境対応，予算執行方法，法令順守等は先進
的理念や手法を積極的に取り入れていることが明らかになった。

芝棟の現存状況と芝棟植物の地域性
山口

隆子（法政大学文学部地理学科）

芝棟の現存状況並びに芝棟に使用されている植物を調査した結果，約 600 棟が現存しており，使用されている植物は，シバ（全域），ユリ・
カンゾウ（青森・岩手・福島・群馬），イチハツ（福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・東京・神奈川・山梨），イワヒバ（群馬・長野・山梨・
静岡・東京），ネギ・ニラ（山形・宮城）と地域性が見られた。

造園石材の研究における困難点および帯磁率測定の手法を導入する可能性
張

平星（東京農業大学地域環境科学部）

日本では多様な岩石を扱い，岩石本来の特性を活かして豊かな造園空間を作り上げた。本発表は今まで造園石材の研究上の困難点を整理し，
その改善策として地質学や考古学で応用されてきた「帯磁率」の測定を提案する。また，既往研究の事例整理と携帯型帯磁率計の機種比較
を通して，造園学に本手法を導入する可能性を検討する。

地上および空中撮影による近赤外画像を用いた衰退度診断への応用
長谷川

彩季（東京農業大学大学院農学研究科）
・國井

洋一

近赤外画像を用いて算出される NDVI を用いることで目視における診断を客観的に示すことができれば，樹木の管理をより効率的に行うこ
とができると考えられる．地上部および UAV を用いて撮影した近赤外画像を ArcGIS に取り込み，NDVI を算出した後，NDVI の平均値を
算出した．衰退度は 0～4 の値を示し数値が大きいほど衰退度が高いことを示す．NDVI は植生の活性度を示す指標であり，1～-1 の値を示
し 1 に近いほど活性が高いことを示す．衰退度が低い場合は NDVI が高くなり，衰退度が高い場合を NDVI が低くなると考えられる．相関
分析を行った結果，地上および空中ともに 5%有意水準の限界値を下回ったことから有意ではないと考えられる．

C 造園計画（庭園計画，公園計画，風景計画）
米国の植物園内に作られたチルドレンズ・ガーデンの学習プログラムと環境の特徴について
嶽山

洋志（兵庫県立大学大学院／淡路景観園芸学校）

ここ最近，米国の植物園内には子どもの自然遊びや環境学習などをテーマとした「チルドレンズ・ガーデン」が多く整備されている。具体
的には 2015 年に整備されたブルックリン植物園のディスカバリー・ガーデンや，2017 年に整備されたシカゴ植物園のラーニング・キャン
パスなどが挙げられる。本取り組みでは 2018 年度に訪問した 6 つのチルドレンズ・ガーデンから，米国での自然体験プログラムや環境の
特徴を把握することとした。

神戸市立森林植物園の利用者ニーズからみた遊具のあり方
梶木

典子（神戸女子大学家政学部）
・小林

徹哉

神戸市立森林植物園の遊具更新にあたり，現地で公園利用者に対してニーズ調査を行った。小学生以上は，
「トランポリン」や「ジャングル
ジム」の要望が高いのに対し，未就学児では「ブランコ」や「すべり台」の要望が高いなど差が見られた。保護者が遊具に求める要素とし
て，
「ワクワクをそそる」
「安心安全」
「挑戦できる」が多かった。これらの結果とワークショプで見られた遊びをもとに，新遊具のイメージ
図を作成し同園に提案した。

2022 年問題を見据えた生産緑地のデザイン提案
－「麻釜」を介した野沢温泉村の共同意識に関する研究を元に－
染谷 美也子（横浜国立大学大学院）
・貝島

桃代・藤田

直子

長野県野沢温泉村には「麻釜」と呼ばれる湯畑があり，高温の湯を使った共同キッチンとして利用されている。この麻釜が村の中でどう共
有されているのかを調べた研究成果を元に，2022 年問題が危惧されている生産緑地に対して，農地の継続性・魅力向上・価値向上を図るた
めのデザイン提案を行った。
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グリーンインフラとしての樹木葬墓地の可能性
－自然空間・墓地空間・地域との関わりの側面から見る樹木葬墓地の環境デザイン－
今泉

優子（筑波大学芸術専門学群）
・藤田

直子

樹木葬墓地は，国内では 1999 年に誕生し，近年注目され始めている墓地の形態である。本発表では，茨城県内の樹木葬墓地を「自然空間・
墓地空間・地域との関わり」の 3 つの観点と，グリーンインフラの面から調査し，樹木葬墓地空間の環境デザイン的価値，その他公益的多
面的利用の可能性について報告する。

農村地域の景観配慮における小型ＵＡＶ空撮・三次元化技術の活用
栗田

英治（農研機構農村工学研究部門）

農村地域での景観配慮において，小型 UAV による空中撮影，撮影画像を用いた三次元化技術を活用する方策を，事例地区での調査を通じ
て検討した。視点場設定などの広域での土地利用の把握を必要とする調査や，景観配慮対策に関する住民合意形成などの場面において有効
であると考えられた。

SNS に見られる外国人観光ルートと行政によるモデルコースの比較：
鎌倉市を訪れる中国人観光客を事例として
劉 聡聡（筑波大学人間総合科学研究科世界遺産専攻）
・武

正憲

本研究は，神奈川県鎌倉市を事例に，行政による観光モデルコースと中国人観光者の SNS 記事にみられる観光スポットを比較し，空間的な
特徴の違いを明らかにすることを目的とした。行政が推奨する観光スポットは歴史と文化を重視し市域全体にある。一方，中国人観光者の
観光スポットは有名観光地とアニメ聖地に集中している。このように特徴が異なることから，行政が観光スポットとして推奨していない場
所は鎌倉市の歴史・文化的特徴を理解しにくいと考えられる。さらに，一部の外国人観光者が集中することで，近隣住民とのコンフリクト
が起こりやすいが，行政の対応は遅れると考えられる。

阿蘇地域の牧野ガイド活動と草原保全の関係
鄧 文超（筑波大学人間総合科学研究科世界遺産専攻）
・武

正憲

草原保全維持の担い手不足の問題を面している阿蘇の半自然草原では，牧野ガイドプロジェクトが開始された。本研究では草原保全の変遷
を整理した上で，牧野ガイドプロジェクトが具体的にどのような草原保全に貢献できているかを明らかにした。牧野ガイドプロジェクトは，
牧野の新たな利用手段となり，保全のための資金を調達することができる。さらに，参加者に牧野の現状を伝えることで，新たな担い手の
開拓が期待できる。しかし，現状では実施される牧野は少なく，放牧牛の安全管理や活動適地の選定などの課題もあることが分かった。

山岳地における混雑情報提供による登山者への影響
愛甲

哲也（北海道大学）
・山本

清龍・中島

泰

富士山では，収容力の研究を経て，登山者数の目安を設定し，週末や祝日の混雑を平準化するため，
「混雑予想カレンダー」を周知している。
本研究では，混雑予想カレンダーの認知度と，登山者の行動への影響を検証した。混雑予想カレンダーを見た登山者は約 3 分の 1 で，その
うち約 2 割が，登山予定を変更していた。さらに協力者を増やすには，周知方法や登山者の理解を促す仕組みの検討が必要である。

屋上緑地の残存・消滅からみた分化のプロセスに関する研究
山島

有喜（東京大学大学院農学生命科学研究科）
・山本

清龍・中村

和彦・下村

彰男

本研究では屋上緑地の存続と消滅に至る分化プロセスを明らかにし，屋上緑地の在り方を考察した。収集事例を建築物の状態と屋上緑地の
状態によって分類した結果，建築行為の有無，建物所有者の意向，管理上の問題により屋上緑地の状態が変化すること，文化財化による「固
定化」
，樹木再利用による「記憶化」が残存方策となることが示された。

Instagram 活用による観光地の風景演出の方法に関する研究
遠藤

玲（東京大学大学院農学生命科学研究科）
・中村

和彦・山本

清龍・下村

彰男

本研究の目的は，Instagram 上の旅行写真に写し込まれた宣伝装置から観光地の風景演出の方法を抽出するとともに，観光地の性格と適切
な風景演出方法との関係を考察することである。観光地の性格による風景演出の適性を意識せずに風景演出が用いられる事例が多いこと，
安易な風景演出が従来の風景を損ないうる可能性が示唆された。
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市民ボランティアによる街路花壇の手法に関する研究
宮内
菊地

牧恵・本多

洋子・君塚

泰之（恵泉女学園大学人間社会学部）
・

亜紀・丸山

美夏・山

浩美・岩本

陽児

本研究は，多摩市のボランティアによる街路花壇を対象に，花壇材料とそのデザインを明らかにすることを目的としている。調査の結果，
市の配布苗は花壇活動を支え街路景観に統一感をもたらす一方，ボランティアの技術向上や花壇デザインの多様化を阻害していることが示
唆された。今後，市民育成の仕組みづくりを促進し，より多様な街路花壇を模索する必要がある。

D 都市および地方計画
洪水浸水リスクからみた滋賀県の居住系・入所系高齢者施設の立地分析
轟

慎一（滋賀県立大学）
・若杉

光真

近年，豪雨災害が頻発しており，要配慮者利用施設等への対策が喫緊の課題となっている。本研究は，滋賀県の高齢者向け住まい・介護施
設 1124 件の特性を把握するとともに，県内主要 13 河川の洪水浸水想定区域（想定最大規模）内にある居住系・入所系高齢者施設 130 件の
立地，種類，規模，浸水深，避難場所等の特性を分析・考察した。

御堂筋の滞留行動の変化から捉えた空間整備に関する研究
武藤

彩華（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科）
・松尾

薫・武田

重昭・加我

宏之

御堂筋では車から人中心のみちへの空間再編が目指され，各種の取組が行われている。本研究では 2009 年に実施された歩行者の滞留行動
特性調査の結果と 2019 年との比較分析を通じて，滞留行動を誘発するための空間整備の在り方を探った。その結果，2009 年と 2019 年と
もに地区ごとに滞留行動の状況が異なり，それらの状況に応じた空間整備が求められることがわかった。

農的経験が農地・農村景観の認識へ及ぼす影響
林

和沙（北海道大学大学院農学院）
・愛甲

哲也

現在，農業人口の減少や高齢化による農地景観の荒廃が課題となっている。本研究では，農地の景観形成機能に注目し，農業経験の差異が
農地景観に認識へ与える影響を明らかにすることを目的とし，聞き取り調査を行った。今後の景観整備方針への応用が期待される結果とし
て，農地景観に対する愛着や保全意識への農業経験の影響が示唆された。

画像識別 AI を用いた緑視率測定方法の効率化
本間

理子（北海道大学大学院農学院）
・愛甲

哲也

緑地の整備指標として用いられる緑視率は，ソフトウェアによる色域指定と範囲選択により計測するが，時間もかかり誤差も少なくない。
本研究では，画像識別 AI を用いた植生の抽出による算出と従来の手法との比較を行った。その結果，精度も高く，短時間で大量の写真の緑
視率を算出できることが示された。

近江八幡市旧市街地におけるスポンジ化への空き家・空き地活用の可能性
酒井

陽子（滋賀県立大学大学院）
・轟

慎一

近江八幡市の伝建地区を含む旧市街地では高齢化とそれに伴う空き家・空き地の増加により，町並みの変容が懸念されている。現地調査，
ヒアリング調査を踏まえ，工芸作家の移住を軸に歴史的な町並みと工芸品の継承をはかり，食を通すことで町のつながりを生み出し，まち
づくりへと展開していく提案である。

緑地協定を有する郊外戸建て住宅地における住民の樹木に対する認識
末

歩美（東京大学大学院 新領域創成科学研究科）
・寺田

徹

緑地協定を有する郊外戸建て住宅地（千葉県柏市柏ビレジ）を対象に公園樹木・街路樹・庭木の住民の維持管理意向，便益への関心，緑地
維持活動への参加意向を明らかにし，住民による緑地維持活動に対する戦略を考察することを目的とする。既往研究での評価項目に加え，
樹木の測量・環境調整機能の定量化を行う。
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近年の農村芸能の活動変化とその継承に向けた課題 －佐渡の能のケーススタディ－
石田

高大（東京大学農学部）
・寺田

徹・柏原

沙織

農村芸能は社会に対し変化を続けており，近年では消滅が危惧される一方，持続的な地域づくりへの機能が注目されている。時代の変化に
伴う農村芸能の変容を明らかにし，今後の維持継承の在り方を探るため，本研究では新潟県佐渡市の能を例に近年の活動変化を明らかにし，
今後の継承のあり方について考察を行った。

都市農業の流通に関わる中間支援の特徴と変遷 －千葉県柏市と東京と国分寺市の比較分析－
秋武

優梨菜（東京大学大学院新領域創成科学研究科）
・寺田

徹・柏原

沙織

都市農業の流通システムを充実させるためには，農家と消費者の間に第三者が介入し，人同士をつなげたり資金を提供したりする中間支援
が不可欠である。本研究では，柏市と国分寺市の事例に注目し，その特徴と変遷を比較分析することで，中間支援を実現させ継続させるた
めに不可欠な要素を抽出し，地産地消の推進に向けた知見にする。

Exploring Residents’ Perception of Agricultural & Green Spaces within Urban Neighborhoods
– A Case Study in Nishitokyo City –
WANG Yutong（Graduate School of Frontier Sciences, the University of Tokyo）
・TERADA Toru
Agricultural land uses that are mixed with residential areas could provide food security and ecosystem services for the surrounding
neighborhood, but meanwhile residents could be negatively affected by disservices of farmlands such as the use of chemical fertilizers.
This research conducts a household questionnaire survey in Nishitokyo City to understand residents’ perceptions of urban farmlands,
in comparison with other green spaces, in their neighborhoods, as well as the influential factors for such perceptions and the factors to
mitigate negative perceptions.

熊本市域における「どんどや」の地理的分布と開催特徴
市川

薫（熊本市都市政策研究所）

熊本市内では，小正月の火祭り行事である「どんどや」が現在も広く実施され，地域コミュニティ形成や文化伝統の継承，魅力的な地域形
成への寄与が期待される。本研究ではどんどやの全市的な開催状況を整理した上で，都市化程度に応じた開催特徴の違いを把握し，継承に
向けた課題を明らかにすることを目的とする。

制度に基づく空閑地の緑地的活用における非地縁組織と周辺住民との関係の構築プロセス
横山

司（筑波大学院理工情報生命学術院システム情報工学研究群）
・雨宮

護

空閑地の暫定利用において非地縁組織が担い手となる際は，周辺住民の理解が不可欠である。そこで本研究では，空閑地を暫定利用する非
地縁組織の，周辺住民との関係構築プロセスを明らかにした。10 の非地縁組織を対象としたヒアリング調査から，同プロセスを，組織の活
動目的と活動地の立地環境から分類した。

住民の散歩行動からみた南港ポートタウンの歩行者専用空間の魅力性
椎原

大貴（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科）
・松尾

薫・武田

重昭・加我

宏之

南港ポートタウンは，都市計画によって緑豊かな歩行者専用空間が形成されている。本研究では，文献およびアンケート調査から，対象地
の空間特性や住民の散歩状況，散歩ルートなどを把握し，南港ポートタウンの歩行者専用空間の魅力性を探った。その結果，安心で安全な
歩行者専用空間が網目状に存在することが魅力の基礎となっていると考えられる。

ベルリン市におけるコミュニティガーデンと社会都市プログラムの関係性
新保

奈穂美（筑波大学生命環境系）
・太田

尚孝

コミュニティガーデンには食料生産，社会包摂や環境教育など多様な役割が期待されている。特に，住宅地の社会環境改善の意義を強く持
つ。本研究はドイツ・ベルリン市の社会都市プログラムによりどのような CG が支援されているのかを事例調査し，CG を都市政策に位置
づける意義を考察した。
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関西圏におけるストリートダンスに使われる場所の特性
杉本

拓朗（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科）
・松尾

薫・武田

重昭・加我

宏之

都市空間における若者のストリートダンスは，夜間における都市のにぎわい創出の一端を担っている。本研究では，関西圏のストリートダ
ンスに使われる場所を特定し，ダンサーの行動観察調査を通じて，その場所の空間特性を探った。その結果，ダンサーの空間の利用形態が
場所の特性に合わせて異なることが明らかとなった。

台中市における神木「大樹公」の信仰形態と敷地の利用および管理運営の実態
上田

萌子（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科）

八郷盆地の農村部における大学と地域の連携による地域創生を目的とした活動である。地域基盤としての小さな拠点づくりに向けた茅葺
き古民家の整備，地域内循環型社会の形成を主な取り組みとしている。これまで茅葺き屋根の改修に必要な資材の調達，周辺住民への調
査等を進めた。今後は拠点の改修と具体的な活用方法の検討を進める。

人口退縮時代の都市圏周縁部における生産緑地所有者の維持・貸与意向
鄭

宇璐（九州大学芸術工学府）
・高取

千佳

長期的な人口減少に向かう都市圏周縁部では，緑地の持続可能な管理に向けた知見が必要である。本研究では，北名古屋市を対象とし，生
産緑地所有者へのアンケートをもとに， 今後の維持・貸与意向とそれに影響を及ぼす因子について，「個人属性」と「立地属性」の視点か
ら明らかにした。

白河市における歴史的風致形成建造物の現状把握
岡部 真純（日本大学大学院工学研究科建築学専攻）
・市岡

綾子

本研究の目的は，平成２３年に歴史的風致維持向上計画が認定された白河市を対象に，主に城下町地区で４５件指定された歴史的風致形成
建造物の現状把握である。旧奥州街道沿いの町家が多く，約 60％を占める蔵が景観形成に寄与する一方，公開事例は６件に留まり，まち資
源としての利活用が今後の課題であるということが示唆された。

都市住民による農的活動を通じたフードマイルの削減効果
飯田

晶子（東京大学大学院工学系研究科）
・山崎

嵩拓

東京都練馬区の体験農園を事例に，都市住民による農的活動を通じたフードマイルの削減効果を定量的に試算した。その結果，体験農園の
利用者のフードマイルは 37.1(t・km)，利用者からおすそわけをもらう友人等のフードマイルは 47.8(t・km)であり，すべて購入した場合よ
りもそれぞれ 51%，6%の削減に繋がっていることがわかった。

東京都における都市農業振興施策の特性その１ －施策の類型化－
荒川

いずみ（千葉大学大学院園芸学研究科）
・佐藤

千恵・福田

昌代・荒木

笙子・秋田

典子

都市農業振興基本法により農地は都市にあるべきものとして位置づけられた。また，自治体は農地の持つ多様な機能を活用して農地の保全
を行うことが示されているが，具体的に実施されている施策は明らかではない。そこで代表的な都市農業地帯である東京都の 13 市区を対
象に都市農業振興基本計画における重点施策を把握・類型化し都市農業の特性を明らかにする。

東京都における都市農業振興施策の特性その２ －重点施策と農業構造の関係－
佐藤

千恵（千葉大学大学院園芸学研究科）
・荒川

いずみ・荒木

笙子・福田

昌代・秋田

典子

都市農業振興基本法では，農地の持つ多様な機能を活用して農地の保全を行うことが示されている。しかし自治体毎に農業構造が様々であ
ることから，重点を置く施策も異なっている。そこで本研究では，代表的な都市農業地帯である東京都の 13 市区を対象に統計データより
農業構造に関する特徴の把握，および重点施策との関係を明らかにする。

大手町川端緑道における照度に関する考察
三友

奈々（日本大学）
・石塚

和希

緑道は，歩行者専用道路や自転車専用道路として近隣の住民や就業者にとって日常的に活用される身近な緑地としての役割を担う一方，災
害時には避難路の役割も備える必要がある。本研究では，今後の緑道の計画や再整備の際の知見を得ることを目的とし，大手町川端緑道の
一部を調査対象地とし，夜間及び日中において照度測定を行なった。
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須賀川市翠ヶ丘公園での社会実験「ブックガーデン」による居場所づくり
市岡

綾子（日本大学工学部建築学科）

本研究の目的は，都市公園での新たなニーズを探るために実施した社会実験「ブックガーデン」の活動を通じて把握した，居場所形成の検
討である。非日常的な屋外の読書空間が徐々に利用者の居場所となり，サードプレイス化したプロセスの分析結果から，居場所には物理的
要因と同様に，場を作る人の存在の重要性が示唆された。

子どもの外遊びの実態 −岩手県釜石市を事例に－
寺田

光成（千葉大学大学院園芸学研究科）
・木下

勇

本研究発表では，岩手県釜石市における子どもの外遊びの実態を三世代の変遷から捉え，造園計画の分野から遊び空間をどのように位置づ
けていくべきか考察する。これまで都市・農村 8 地域においても同様の調査を行ったが，他地域同様，外遊びの時間の著しい減少，仲間の
減少，空間の室内化・施設化が見られる中で，遊び空間をどのように位置づけていくべきか試論を示した。

Sketch walk as a tool of landscape evaluation: case of Iwase, Matsudo
ERMILOVA Mariia (Chiba University Graduate School of Horticulture)・TERADA Mitsunari・
KINOSHITA Isami・ALOMAR Richard
This presentation aims to promote sketching as a landscape exploration and evaluation tool. It is based on results of a sketch walks,
conducted in 2017-2018 in Matsudo (N=17 and N=28). The photograph does not give enough insight into how a person perceives, because
it is a mere “scan”. However, sketch drawn by hand is an observation and expression in an individual manner. Sketching with
“keywords” gives an opportunity to know how people perceive the landscape, using their previous experience and memories.

ニュータウンにおける商業施設を起点とした「暮らし体験型散策路」の提案 －犬連れの来訪客を中心として－
片桐

由希子（金沢工業大学）
・岡村

祐

ニュータウンにおけるレクリエーションを通じた地域での暮らし体験プログラムとして，八王子市南大沢地域を対象とし，アウトレットモ
ールの犬連れの利用者の散策行動を促すコースの調査・設計，その周知のための地図やフォトコンテストなど伝達メディアのデザインにつ
いて，産学連携体制のもと，学生を中心としたプロジェクトチームによる実践的な検証を行った。

E ランドスケープ・エコロジー
The study of planning green infrastructure in the vicinity of the Sakuragawa, Tsukuba city
Liu Shan (University of Tsukuba)・Naoko Fujita
In recent years, against the background of flood inundation due to climate change, rainstorm water logging are very frequently and
tends to increase with each passing year. The purpose of this study is examine the possibility of green infrastructure in the region and
strengthen the measures for flooding and rainstorm waterlogging based on analyze factors such as the topography and land use plan
of the flooded area on the vicinity of the Sakuragawa in Tsukuba city.

Analysis of Dong landscapes in the intangible culture Dong drama
Wang Yi（University of Tsukuba）
・Nobu Kuroda
As an ethnic has no writing system, it is unusual for Dong people formed a unique opera culture called Dong drama. This activity was
composed of Actors, Scriptwriters, and Band. All the participants are residents. After analyzing 537 Dong drama scripts collected in
fieldwork and selecting the most complete and representative 10 plays for the case study, this research confirmed that Dong drama is
a vital record tool and clarified the landscape characteristic in Dong ethnic.

霧ヶ峰高原における異なる刈り取り管理下にあるニッコウザサ群落の組成と構造
大窪

久美子（信州大学学術研究院農学系）

霧ケ峰高原は中部日本を代表とする半自然草原が成立しており，草原性植物を群落単位で保全，管理する手法の開発が必要とされている。
本研究では異なる刈り取り管理が行われてきた車山肩におけるニッコウザサ群落の組成と構造について明らかし，草原性植物の保全に関す
る課題と適正な植生管理を検討することを目的とした。
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神戸市六甲山地区におけるヤマアジサイの分布と多様性
小林

徹哉（公益財団法人神戸市公園緑化協会神戸市立森林植物園）
・田淵

美也子・井上

浩彰

神戸市北区有野町唐櫃地区で，自生のヤマアジサイ 43 個体を抽出して花（装飾花・両性花）の色，装飾花の形状，花序の形状，および立地
について調査を行った。花の色や形状は，隣接する個体でも全く異なるケースが多く，唐櫃地区におけるヤマアジサイが遺伝的に多様であ
ることが分かった。今後，調査地および調査個体数を増やし，形質の多様性を調査および調査地間の差の有無を明らかにするとともに，光
環境や土壌水分などを計測し数値化・比較し，調査地間の環境の差や共通点を抽出し，公設植物園として地域個体の保存活動に資する。

大雪山国立公園における侵食防止マットの施工による高山植生の回復
佐々木

芙美（北海道大学大学院農学院）
・愛甲

哲也

大雪山国立公園において，登山道荒廃とそれに伴う植生破壊が発生している場所を対象にヤシ製侵食防止マットによる植生回復作業が行わ
れている。マットの施工効果の検証を目的とし植生調査を行った結果，マット施工により植物が侵入・定着し，施工後の経過年数が長い程，
個体数や，個体サイズが大きくなることがわかった。

信州大学伊那キャンパスにおけるゴミムシ類のファウナおよび群集構造の特徴
本間 政人（信州大学大学院総合理工学研究科）
・大窪

久美子

ゴミムシ類は多様性が高い分類群であるが，各地のファウナ等に関する情報が乏しいため，長野県南部に位置する信州大学伊那キャンパス
における知見の解明を目的とした。調査は 2019 年 4 月～10 月に 5 回実施され結果，61 種 8,449 個体が得られ，北方系や温帯広域種，日
本固有種の構成割合の高いことが認められた。

Current status of ecosystem disaster prevention in Asian big cities : An analysis to actualize the ideal
landscape ecological design
Minghui Tang（University of Tsukuba）
・Naoko Fujita
Large cities in Asian countries have been affected by natural disasters. In recent years, research has been conducted on disaster
prevention measures using ecosystems, such as those in Europe and the United States, but research on such measures has been delayed
in Asia. In this study, we collect current disaster history of Asian big cities, design intention data of green spaces and parks, and clarify
the current state of the relationship between the damage ratio and the design method.

金沢市旧城下町・旧集落における用水沿い庭園群の研究
フアン バストール イヴァールス（国連大学サステイナビリティ高等研究所）・鍔

隆弘

金沢市内を網の目のようにめぐらされた 55 本，総延長 150 ㎞に及ぶ金沢の用水と用水を取り込んだ庭園などが市内の環境に与える影響や
後世に引き継ぐための手法などの研究である。兼六園はこの曲水庭園様式の代表的な庭園だが，それ以外にも，主に昔の武士の敷地に数多
く造られた。市民がそこに育まれる命の恩恵を受ける。この生物文化の多様性，生物， 維持管理，文化サイクルを維持するためには，これ
らを互いに同調させる必要がある。本研究の期間は 2020 年～2024 年である。

農山村における野生生物資源利用の年表作成を通した地域知の保全と活用
小柳

知代（東京学芸大学）
・松浦

俊也・古川

拓哉・小山

明日香

農山村には，自然の恵み（生態系サービス）を持続的に享受するために培われてきた自然資源利用に関わる伝統的な生態学的知識（地域知）
が存在する。本発表では，人口減少が著しい農山村を事例として，過去 80 年間の野生生物資源利用の変遷を報告するとともに，地域知の保
全と活用に向けた年表作りの有効性や課題を検討した。

ミツバチ８の字ダンス解読による採餌景観の時間変化
大久保

悟（農研機構農業環境変動研究センター）

ミツバチのコミュニケーションツールである 8 の字ダンスを解読して，採餌範囲に利用している景観の時間変化を把握した。その結果，同
日に撮影した２つの蜂群で採餌範囲が大きく異なること，大規模な蜜源（ソバ）を利用している蜂群は，路傍雑草（オオハンゴンソウなど）
を利用している蜂群と比べて，採餌場所の時間変化が小さく，採餌効率が良いためか，日中早い時間帯で採餌活動が緩やかになることがわ
かった。
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放棄された谷津田に湿性環境が維持される要因の検討
大橋

陽樹（東京大学大学院農学生命科学研究科）
・橋本

禅・大黒

俊哉

耕作中の谷津田では湿性環境が維持され，斜面林の乾性環境と合わせてエコトーンが形成されている。しかし現在，多くの谷津田が放棄さ
れることで湿性環境の減少が懸念される。本研究では茨城県牛久市遠山の放棄された谷津田において現地踏査をもとに相観植生図を作成し，
放棄谷津田の現状と放棄後にも湿性環境が維持される要因について検討した。

京都盆地北東部山麓の集落に残存する白川石の石積に生育するシダ植物について
村上

健太郎（北海道教育大学函館校）
・張

平星・福井

亘・髙林

裕

京都盆地東山山麓の集落に残存する伝統的な石材白川石による古い石積においてシダ植物の種組成を調査した結果，調査区 164 箇所（対照
区 33 箇所）で 10 科 26 種が記録された。地方レベルで絶滅危惧になっているギフベニシダが確認され，本種を含めた 2 種が調査区に偏っ
て出現した。新しい石積と古い石積では種組成が異なる可能性がある。

仙台海岸における有剣ハチ類の生息状況と人為的攪乱の影響
畑野 有美（北海道大学大学院農学院）
・郷右近

勝夫・松島

肇・千布

拓生・上森

大幹・鐘

向梅

防潮堤建設による海浜生態系への影響について，送粉者として重要な有剣ハチ類に注目して調査を行った。黄色水盤トラップによる誘引調
査の結果，いずれの調査地でも海浜性ハチ類の生息が多く確認された。しかし，海浜幅が狭く改変・利用圧が高い場所では，ハナバチの捕
獲個体数が少なく，カリバチが優占していた。

巣穴分布と安定同位体比を用いたイソコモリグモ（Lycosa ishikariana）個体群の浜崖による分断について
大越 陽（北海道大学大学院農学院）
・松島

肇・根岸

淳二郎

2011 年 3 月に東北地方太平洋沿岸で発生した激甚災害からの復旧事業により海浜地は著しく改変され，海から陸への生態的連続性(エコト
ーン)の撹乱・断絶が懸念されている。本報告では，2014 年より広域連携による海浜植生の復元支援を地域住民と連携しつつ実施してきた
成果について報告するとともに，地域の自立的活動による持続的な緑地管理に向けた今後の展望について紹介する。

地域循環共生圏の形成に資する日本版生物多様性オフセット・バンキングに関する研究
川村 昂史（東京都市大学大学院環境情報学研究科）
・田中

章

地域循環共生圏では健全な生態系の持続を実現するためにノーネットロス政策による生物多様性オフセットの導入が望まれる。欧米での経
験を基に最近の国内類似事例を分析することで，今後必要となるガイドラインの骨子を提案した。今後はクレジット発行など実地における
実証実験を行う予定である。

仙台平野沿岸被災地における海浜エコトーンの再生に向けた防潮堤への覆砂試験
松島 肇（北海道大学大学院農学研究院）
・鈴木
橋本

玲・平吹

喜彦・岡

浩平・鐘

向梅・木村

浩二・

喜次・宮城県仙台土木事務所・FRS コーポレーション㈱・大越

陽

仙台海岸に建設された防潮堤による海浜エコトーンへの影響が懸念される中，海浜エコトーンの再生を目指した堤体への覆砂試験を実施し
た。防潮堤の天端を除く法面上に厚さ 30cm となるよう河口浚渫砂を用いて 150m にわたり覆砂を行なった結果，数ヶ月で法尻から堤体半
ばまでに海浜植物の侵入・定着が確認された。

北淡路の身近な昆虫類について －春季調査報告－
矢口

芽生（兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科）
・岩崎

哲也

兵庫県淡路市の昆虫相については以前から主に県内の昆虫同好会によって調査が行われているものの，地点は限定的で，かつ山間部が多い
ため，人が身近に観察することができる昆虫という意味ではあまり調べられていないと考えられる。そのため，本研究では身近な昆虫を対
象に淡路市が管理する住宅地に近接する公園緑地を対象にして昆虫相を調査する。

専門観察者の持つ野鳥への愛着契機と保全意識
佐藤

雄一（日本大学生物資源科学部くらしの生物学科）
・小谷

幸司・小島

仁志

本研究は野鳥保全を目的として，人はどのように野鳥を好きになるのか？という問いに迫った社会学的アプローチを行った。 野鳥は地域や
老若男女問わず人々の関心を呼ぶ魅力的かつ身近な生き物である一方で野鳥の観察や保全活動には専門的知識と多少高額な用具（双眼鏡な
ど）が必要とされ，保全意欲は感化されても具体的な保全行動に至るにはややハードルの高い生き物とも考えらる。そこで本研究では，専
門観察者が持つ野鳥への愛着契機や価値意識，具体的な保全行動に至ったプロセスや継続的な観察行動に関わる手腕を見える化することで
ビギナー獲得に向けた知見も得た。
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身近な野鳥に関する知識・関心および選好性について
古川

真衣（日本大学生物資源科学部くらしの生物学科）
・小谷

幸司・小島

仁志

人にとって最も身近な野生生物の 1 つに野鳥が挙げられ，その保全策を講じることは生物多様性の保全や生態系サービスの担保において重
要である。そこで本研究では，人々が野鳥にどれだけの知識や関心があるのか，また選好性の高い鳥種があればその要因解析などから本種
群の保全意識向上の手法を検討することを目的とした。神奈川県内のいくつかの県立公園の来園者を対象に，直接配布回収式のアンケート
を実施し知見を得た。

バラ栽培に用いる農薬規制の国際比較とバラの無農薬・無化学肥料栽培に関する研究
簗場

美波（東京都市大学環境学部環境創生学科）
・藤本

麻人・田中

章

農薬は人と生態系に悪影響を与える可能性があり，芳香性のバラや生態系に配慮した植栽では特に無農薬栽培が求められる。大学構内での
同一個体による無農薬バラ栽培実験では農薬の有無で差異がないことが明らかになった。さらに現在，都市公園で生物多様性配慮型緑化の
一環として無農薬バラ栽培の実験中であり，手法の確立や課題の抽出を行う予定である。

F 情報処理・知覚
熱中症指数の分布と公園利用実態の関連に基づいた国営明石海峡公園における熱中症リスク区分図の作成
萬代

悠太（兵庫県立大学大学院／淡路景観園芸学校）
・美濃

伸之・嶽山

洋志

近年の夏季の気温上昇に伴い，運動や野外活動を前提とした公園緑地では熱中症対策が不可欠となっている。本報告では，国営明石海峡公
園を対象に WBGT(暑さ指数)計測器を用いて，公園緑地内の主要な環境区分の熱環境特性を明らかにするとともに，それらの空間分布と
SNS 情報から取得した利用者行動実態との関連性を検討した。その結果，①人工的に作られた日陰に比べ，樹木の暑さ軽減効果が高いこと。
②WBGT が高い要注意箇所の中でも周囲の暑さ低減効果の高い箇所の有無，多くの利用者が訪れる箇所であるか否かの組み合わせで熱中症
リスクにも様々なタイプの存在があることが明らかとなった。また，これらを基にして，公園緑地内の熱中症リスクと必要な対策が理解で
きる区分図を作成した。

バーチャル自然体験におけるゲーム性と景観の影響評価
福山

健（東京大学大学院新領域創成科学研究科）
・斎藤

馨

自然体験は環境教育の手段として重要になっているが，現在，体験頻度が減少傾向にある。そこで，バーチャル自然体験の研究が行われて
いるが，効果が小さい。そこで，本研究ではゲーム性と景観の影響を明らかにすることを目的とした。
「あつまれどうぶつの森」を対象にし
た調査から，生物への興味や他者との交流に効果がある可能性を示した。今後は継続して調査を続け，VR 上での景観に関する実験を行う
予定である。

TLS を用いた広島・長崎の原爆被爆樹木に対する 3 次元計測と経年変化の比較
古賀

大誠（東京農業大学大学院）
・國井

洋一・鈴木

雅和

広島と長崎には原爆の被害を受けた原爆被爆樹木が存在している。原爆被爆樹木に対してはこれまで様々な調査研究が進められているが，
同個体での経年比較は見られない。本研究では 3D レーザスキャナを用いた３次元計測を行い，過去に取得された 3 次元データとの比較を
行い，樹木の健康状態について考察した。

小田原城天守模型の TLS を用いた測量及び図化に関する研究
北岡

史理（東京農業大学大学院）
・國井

洋一

小田原城天守は，明治 3 年(1870 年)頃まで木造建築であった。その木造建築当時に作成された天守模型は，現在も天守内に保存されている。
本研究では小田原城天守模型のレーザ計測を行うことにより，木造当時の形状を把握することを目的とする。本研究の成果は城郭の木造化
復元に対する一助となることが予測される。
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G 造園技術
受講生属性に配慮した公園緑地バリアフリー講義の実際とその課題
美濃

伸之（兵庫県立大学大学院／淡路景観園芸学校）

異なる属性の受講生に対して公園緑地のバリアフリーに関わる講義を実施，講義アンケートの自由記載内容を比較することを通して，その
あり方を考察した。対象は学部 1 年（21 名），3 年次（15 名）
，現役社会人受講生（13 名）
，生涯学習受講生 15 名である。その結果，受
講生の属性によって講義等において留意すべき点に違いがあると考えられた。

文化財庭園保存技術における 7 つの技術の性質 －文化財庭園保存技術者協議会長期研修を例に－
吉村

悠（筑波大学大学院人間総合科学研究科世界遺産専攻）
・黒田

乃生

本研究では，文化財庭園保存技術者協議会で実施される文化財庭園保存技術研修に着目し，庭園内における各技術の指導の状況と課題を明
らかにすることを目的とする。技術研修も実施条件や技術間での重複があることが課題として明らかになった。研修は庭園全体の調和を考
慮して実施され，相互に関わりあうことで各技術研修の効果が発揮される。

深層学習及び量子アニーリングを用いた造園空間に対する画像生成
江藤

直輝（東京農業大学大学院農学研究科造園学専攻造園建設・空間情報研究室）
・國井

洋一

造園空間において景観の善し悪しを評価する場合は人の感覚によりなされることが多い。そこで，定量的に景観自体へアプローチする手法
として VQM（Visual and Ecological Environmental Quality Model）がある。また，景観構成要素を分析する方法として，近年は深層学
習が挙げられる。その深層学習を用いた構成要素の認識手法として Semantic Segmentation がある。そして，認識した構成要素の組み合わ
せの最適解を求める手法として，量子アニーリングがある。さらに，画像生成系深層学習の一種である GAN（敵対生成ネットワーク）は人
間による操作が少ない教師なし学習の一手法であり，一定の客観性を内包した画像の生成が可能である。そこで本研究では Semantic
Segmentation と GAN を用いより定量的な景観画像を生成すべく深層学習を用いた画像生成を目指すものとする。

「泉大津市公園整備マスタープラン」における公園及び公園施設の再配置計画の手法について
岡本

慎太郎（株式会社ヘッズ）
・加我

宏之・田中

康

公園の効率的・効果的な再整備や維持管理を図るため，市内全公園約 90 箇所を対象として公園及び公園施設の再配置の方針（機能の強化，
分担・特化，転換）を示す泉大津市公園整備マスタープランを策定した。マスタープランにおける公園及び公園施設の配置状況や利用実態，
市民ニーズ等を踏まえたそれらの必要性及び機能の見直しの手法について報告する。

ビオトープ来訪者と生物との親和性を向上させる観察補助ツールの効果
板川

暢（鹿島建設株式会社）
・土金

慧子

ビオトープにおける生物・自然環境との親和性，環境教育機能の向上を目的として，生物観察補助ツールの開発を行った。ツールの有効性
を検証するため，ツール設置の前後でビオトープ体験に対するアンケートを実施した。結果，ツールの設置によって発見された生物数が有
意に増加し，ビオトープへの評価が高くなる傾向が見られた。

芦屋市宮塚公園における都市戦略の起点となる公園リノベーション
野村

はな（株式会社ヘッズ大阪本社）
・松浦

宏樹・赤澤

宏樹・福本

優・田中

康

本プロジェクトは，宮塚公園のリノベーション事業に，
「公園のリ・デザイン」
「パートナーシップ形成」
「プログラム構築」の 3 つから取り
組んだことで，空間・人・まちに変化を起こし，
「まちの魅力・住みやすさの発信」という芦屋市の都市戦略を具現化しエリア全体に波及さ
せていく起点としての役割を果たしたものである。

Multispecies Community Garden:
縮小都市の豊かな暮らしに向けて，人間の枠を超えた共生のデザインコンセプト提案
ルプレヒト クリストフ（総合地球環境学研究所・FEAST プロジェクト）
・吉田

葵・崔

丽华

本研究は人口減少やポスト成長社会の背景で，縮小予想の地方都市の暮らしや緑づくりをマルチスピーシーズ（人間の枠を超えた共生）の
観点から再考する。スポンジ化で増加する空地を利用した社会・生態的再生にむけて，様々な生き物に作られ楽しむ空間のデザインコンセ
プト提案について，構成・25 年間の環境変化・循環を含めて，京都市左京区岩倉地域の例で検討する。
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SDGs の「持続可能な消費・生産」に関連する自然体験の場と機会についての一考察
－保育者養成校での実践から－
仙田

考（鶴見大学短期大学部）

SDGs の目標 12「持続可能な消費と生産パターン確保」では，ライフサイクル全体を通じて，天然資源，廃棄物等の排出削減を目指した行
動が求められている。「地域」「環境」「人・社会」に配慮した倫理的消費や持続可能な生産につながりうる，自然体験の場と機会について，
保育者実践校における事例報告を行う。

熊本地震の教訓等を踏まえた「身近な公園 防災使いこなしブック」の作成
荒金 恵太（国土交通省都市局(元国土交通省国土技術政策総合研究所)）･舟久

保敏･野村

中西

はな･

広樹･田中

康

本発表では，熊本地震における公園利用の実態や課題等を踏まえ，地域住民の方々を主な対象に，災害時における公園の機能や利用方法，
そして日ごろからの備えについて知り，地域の防災力の向上に役立てていただくことを目的として作成した普及啓発冊子「身近な公園 防災
使いこなしブック」の内容について報告する。

介護老人保健施設の遊休地を活用した園芸療法ガーデンの作庭
菊川

裕幸（京都大学大学院農学研究科）

本研究では，福岡県糸島市にある A 介護老人保健施設の遊休地を活用した園芸療法ガーデンを作庭した。作庭にあたっては，施設利用者と
施設職員に事前アンケートを行い，それぞれのニーズに合った形となるよう設計，施工を行った。施工は B 短期大学の学生がゼミ活動の一
環で実施した。
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